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SYNOPSIS
This TV miniseries follows the journey 

of creating Korea’s best multidisciplinary 
medical team and the stories of doctors 
inside. Characters who have different hurts 
and dilemmas struggle as they get to work 
together and gradually learn that healing a 
person is healing oneself. 

本剧讲述韩国最有实力的医疗团队联
合成为梦之队的诞生过程，同时也是这一
群医生的成长故事。剧中人物个个都有自
己的创伤和痛苦，他们组成一个医疗组，
在冲突中逐渐理解彼此，告诉我们医治他
人也就等于医治自己。

韓国トップの実力を誇る医療ドリーム
チームが誕生するまでの道のりと、それを取
り囲む医師たちの物語だ。それぞれの傷とジ
レンマを抱いて生きてきた彼らが一つのチー
ムとなり、衝突と理解を繰り返していく過程
を通じて、人を治癒することは、すなわち自
分自身を治癒することであると伝える。



Park Tae-shin
: Actor Kwon Sang-woo

Han Seung-jae
: Actor Joo Ji-hoon

Choi Ah-jin : Actress Oh Yeon-seo

Kim Sung-woo 
: Actor Min-ho (SHINee) 

Seo Joo-young
: Actress Jung Ryeo-won

He is a brilliant surgeon with disarming charm. He may 
come off as arrogant and rude at first but he has a warm 
heart. He works as an unpaid doctor for a struggling hospital 
and attempts to help it gain solid footing by joining the 
medical staff at Gwanghye University Hospital. 

He is the head of the multidisciplinary medical team 
and is a cold, calculating man. He always tries to prove his 
worth to his father, the chairman of the Gwanghye Group. 
His ambition is to make his team the best in the country so 
that he could be chosen as the next director of Gwanghye 
Hospital. 

She is a hot-tempered surgical regident and 
often gets into fights with her male seniors. Joo-young 
is her idol and a role model. Joo-young treats her badly 
saying she’s incompetent and irresponsible but she 
wishes that Joo-young would recognize her one day.

With chiseled good looks, he is a resident who attracts 
attention wherever he goes. As a well-mannered gentleman with 
quick situational awareness, he is liked by everyone. He feels a 
sense of camaraderie with Choi Ah-jin whom is also the object of 
his affection. 

A chest surgeon with enormous ambition and 
the skills to match. The younger doctors on the 
medical staff are terrified of her temper because she is 
a perfectionist and does not forgive clumsy mistakes 
in the operating room. She constantly strives for 
improvement to become the best in her field.

朴泰信 : 权相佑饰
性格豪爽的手术天才，外科医生。言行无所顾忌，被人们
误以为是个坏男人，但他其实抱有一个善良温暖的心肠。
在免费诊所不收报酬担任医生，为了让资金紧张的诊所起
死回生，加入光惠大学附属医院的联合医疗组。 

パク・テシン
：俳優　クォン・サンウ

気さくな魅力を持ち、手術の鬼才と呼ば
れる外科担当医。生意気な言動のせいで
誤解されがちだが、優しい性分を持つ。
無料診療所のボランティア医師として働
いていたが、経営難に陥った診療所を立
て直すためにクァンへ大学病院の医療チ
ームに合流する。

ハン・スンジェ
：俳優　チュ・ジフン

冷徹な理性を持つ内科担当医であり、医療
チームのチーム長。クァンへグループの会
長である父親から能力を認められることが
最大の目標だ。医療チームを韓国トップの
チームに成長させ、クァンへ大学病院の病
院長になるための踏み台にしようとする。

チェ・アジン
：俳優　オ・ヨンソ

男の先輩や後輩と小競り合い
が絶えない、短気な外科レジ
デント。理想であり、ロール
モデルのソ・ジュヨンに無責
任で無能な医師と叱られなが
らも、頼りがいのある後輩に
なろうと努力する。

キム・ソンウ 
：俳優　ミンホ

彫りの深い顔立ちで、どこにいても目立つハンサムなレジデント。
人当りが良く、状況判断に長けるため周囲からの評判が良い。同期
でありライバルのチェ・アジンに同志愛を抱き、同時に異性として
の愛情を感じる。 

ソ・ジュヨン
：俳優　チョン・リョウォン

優れた医術と野望を持つ胸部外科担当医。後
輩の医師たちに恐れられる准教授。些細な失
敗も決して許さない完ぺき主義者であり、自
分の持てる力を最大限尽くしてトップになろ
うとするチャレンジャー。

韩承载 : 朱智勋饰
理智而冷静的内科医生，联合医疗组的组
长。得到光惠集团会长-自己的父亲的认可
是他人生最大的目标。他想让联合医疗组
成为国内最优秀的医疗组，以奠定自己担
任光惠大学附属医院院长的基础。 

崔雅真 : 吴涟序饰
性情火爆的外科医生，总与师弟
闹起争执。被自己的偶像徐周英
训斥并且被视为毫无责任感的无
能医生，但她还是为得到徐周英
的认可而努力。

金成宇 : 珉豪饰
相貌俊秀的专科医生，走到哪里都引人注目。风度翩翩，反应很快，受到周围的好
评。对同事和竞争对手崔雅真不但产生同事之间的情谊，更对她产生爱意。

徐周英 : 郑丽媛饰
医术高超而充满野心的胸外科医生，是
个令后辈既佩服又害怕的完美主义副教
授，不容许任何失误。同时也是个在自
己能力允许的范围内竭尽全力登上巅峰
的挑战者。 


